南和広域医療企業団物品管理業務及び滅菌等業務委託
公募型プロポーザル受託者募集要項
１．趣旨
このたび、南和広域医療企業団は、診療材料、試薬、医薬品、医療消耗備品及び一般消耗品
（文具、日用品をいう）等の物流及び在庫、払い出し情報等を一元管理することにより、業務
の効率化、院内在庫数の適正化、滅菌期限切れの防止、不動在庫の削減及び保険請求漏れ防止
を図るとともに、医療スタッフの本来業務を充実させ、健全な病院経営を行うこと、また、衛
生的かつ効率的な医療環境を保持するとともに、医療現場において反復使用する医療用器材等
の洗浄･滅菌･供給等を迅速かつ適切に実施し、手術部門内における清掃及び器材準備ならびに
環境整備等を行うことで、手術部門の安全かつ効率的な運営に寄与することを目的として、物
品管理業務及び滅菌等業務の受託者を広く募集することとしました。今回の募集は、プロポー
ザル方式により事業者を決定します。
２．委託業務名
南和広域医療企業団物品管理業務及び滅菌等業務委託
３．発注者
南和広域医療企業団 企業長 中川 幸士
４．委託施設の概要
【南奈良総合医療センター】
（１） 施設の名称
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター
（２） 施設の所在地
奈良県吉野郡大淀町大字福神８番１
（３） 診療科
内科、総合内科、内科（循環器）
、内科（糖尿病）、内科（内分泌代謝）、内科（呼吸器）、
内科（消化器）
、内科（感染症）
、神経内科、小児科、精神科、外科、脳神経外科、
整形外科、救急科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、
リハビリテーション科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線科、病理診断科
（４） 病床数 ２３２床
（５） １日平均外来患者数

６１８人（平成２９年度）

（６） １日平均入院患者数

２０６人（平成２９年度）

【吉野病院】
（１） 施設の名称
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南和広域医療企業団吉野病院
（２） 施設の所在地
奈良県吉野郡吉野町大字丹治１３０番地の１
（３） 診療科
内科、整形外科
（４） 病床数 ９６床
（５） １日平均外来患者数

９６人（平成２９年度）

（６） １日平均入院患者数

８２人（平成２９年度）

【五條病院】
（１） 施設の名称
南和広域医療企業団五條病院
（２） 施設の所在地
奈良県五條市野原西５丁目２番５９号
（３） 診療科
内科、整形外科
（４） 病床数 ６５床（平成３０年１０月１２日現在）
（５） １日平均外来患者数

３６人（平成３０年７月現在）

（６） １日平均入院患者数

５２人（平成３０年７月現在）

※今回、募集対象となる病院は３病院あり、一括での委託を予定しています。一部の病院のみ
の委託は予定していません。
５．業務内容

物品管理業務及び滅菌等業務
※

業務の詳細は、
「物品管理業務及び滅菌等業務委託仕様書」のとおりとします。

６．契約期間
３病院ともに、契約締結日から２０２２年３月３１日まで
ただし、
① 収入支出予算において、委託料が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する
ことができるものとします。
② 契約は、南和広域医療企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に
基づく長期継続契約とし、契約内容、条件については、公募型プロポーザルによる最優
秀提案者として決定された者との協議により決定するものとします。
７．実施方法
公募型プロポーザル方式により実施することとし、手続きの概要は次に示すとおりとします。
（１） 本業務の受託を希望する事業者を公募します。
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（２） 受託希望者は、企画提案書を提出してください。
（３） 提出のあった企画提案書、事業者の業務遂行能力、過去の受託実績などについて、
「南
和広域医療企業団物品管理業務及び滅菌等業務委託事業者選定審査委員会」がプレゼン
テーションにおいて、総合的に評価し最優秀提案者を第一交渉権者として特定し、引き
続き、契約内容及び価格を協議により決定します。ただし、協議が不調となった場合は、
交渉順位に従い、他の交渉権者と協議を行うことができることとします。
（４） スケジュール
日程

内容

２０１８年１０月１２日

公告

～１０月２２日
２０１８年１０月１２日

募集要項、各様式、仕様書の配布
参加申込書の受付期間

～１０月２２日
２０１８年１０月１２日

質疑受付期間

～１０月２４日
２０１８年１０月２６日

質問事項に対する回答

２０１８年１０月２６日～１１月８日

企画提案書提出期限

２０１８年１１月１４日（予定）

プレゼンテーション

２０１８年１１月２０日（予定）

結果通知

２０１８年１１月２０日～（予定）

第一交渉権者との交渉

２０１８年１２月１日（予定）

契約

２０１８年１２月１日

引継期間

～２０１９年３月３１日（予定）
２０１９年４月１日

委託業務開始

８．参加資格
このプロポーザルに参加しようとする事業者の満たすべき要件は次のとおりとします。
（１）

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。
（２）

公告日からこの業務の業務提案書類の提出の日までの間のいずれの日においても、奈良

県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置を受けていな
い者であること。
（３）

公告の日から本業務の企画提案書類の提出の日までの間のいずれの日においても、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平
成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てをしている者でないこと。
（４）

役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に

処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない
者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体）でない
こと。
3

（５） 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表者、
その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び
支配人並びに支店又は営業所を代表する者を言う。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。
）第
２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
）であると認められるとき。
イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実
質的に関与していると認められるとき。
ウ

役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直

接的若しくは積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる
とき。
オ

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。
カ

営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
（６）

物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第４

２５号）による競争入札参加有資格者で、営業種目：「Ｑ７（諸サービス）」で登録してい
る者であること。
（企画提案書提出時点において登録が認められている場合は可とする。）
（７） 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、こ
れらを受けていること。
（８）

２００床以上の病床を有する病院において、当該委託業務と同種の業務を受託し、履行

した実績を有するものであること。
９．参加申込書提出及び辞退
（１）提出書類
①

参加申込書（様式１）

②

事業者概要書（様式２）
・会社概要などがあれば添付すること。

③

同種又は類似業務受注実績（様式３）
・２００床以上を有する公立病院、民間病院における直近の業務実績をそれぞれ１０
例以内で記載すること。
物品管理業務及び滅菌等業務を包括的に受託した実績がない場合は、それぞれにつ
いての実績があれば可とします。
・成果物などがあれば添付すること。

④ 奈良県物品購入等競争入札参加資格を有することを証明する書類(写し)
（２）提出部数 １部
（３）提出期限
4

２０１８年１０月２２日（月） 午後５時必着
（４）提出先
末尾記載の提出先
（５）提出方法
持参、又は郵送により提出してください。
なお、郵送による場合は、書留郵便によることとし、２０１８年１０月２２日（月）午
後５時までに到着したものに限り受け付けます。
（６）参加資格確認通知
当該参加申込書の提出者に、２０１８年１０月２３日（火）（予定）に参加資格確認通
知を発送するものとする。
１０．提案辞退
参加申込書を提出した者が、それ以降の参加を辞退する場合は、提案辞退届（様式９）を
提出してください。
１１．質問及び回答
質問については、質問票（様式８）を提出してください。口頭による質問は受け付けしま
せん。
（１）質疑期間
① 提出期限
２０１８年１０月１２日（金）から１０月２４日（水）まで
午前９時から午後５時まで
② 提出先
末尾記載の提出先（提出後、電話にて連絡してください。
）
③ 提出方法
電子メール又はＦＡＸ
（２）質問に対する回答
質問に対する回答は、２０１８年１０月２６日（金）までに、原則として参加申込のあ
った全事業者に電子メール又はＦＡＸにより送付します。
なお、質問の回答はこの要項、仕様書その他関係資料の追加又は修正とみなします。再
質問は受け付けしません。
１２．委託に要する費用の目安
１００，０００，０００円／年（消費税及び地方消費税８％を含む）とする。

※

税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降
における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とする。

１３．企画提案書等提出書類
（１） 提出書類
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①

企画提案書（様式４、５－１～４）

②

業務フローチャート（様式６）
・原則、施設毎に作成。

③

業務実施体制（様式７－１～３）
・業務別従事者配置数等の実施体制について記載すること。

・予定する総括責任者、主任担当者及び担当者の氏名、業務経歴等を記載するこ
と。
※施設毎に作成。任意様式での提出も可能。
④

見積書（様式は任意）

・宛先は「南和広域医療企業団 企業長

中川

幸士」とし、一式計上ではなく、

第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること。
・業務内容に関連した追加提案がある場合は、その積算内訳も明確にすること。
・見積額は、委託先選定の評価項目とするとともに契約時の参考とするので注意
すること（選定された場合の契約額を保証するものではない。）。
※施設毎に作成。
（２） 記入要領及び留意事項
① 企画提案書は、原則としてＡ４版・縦型・横書き・左綴じで作成してください。
なお、構成図等の場合にはＡ４版・横型・横書きでも構いません。
② 企画提案書に記載する文字は日本語、文字の大きさは１０．５～１２ポイントとし、
書体は任意とします。
③ 文章を補完するためのイラスト、イメージ図は使用しても構いません。
④ 添付する資料はＡ４に統一してください。
⑤ 企画提案書（様式４～第７－３まで）の総ページ数は、４０ページ以内としてくださ
い。
⑥ その他
１）提出書類について提出後の追加及び変更は認めません。
２）提案書等の作成、提出に要する費用は提案者の負担とします。
３）提出された書類は返却しません。
４）提出された書類は南和広域医療企業団情報公開条例に基づき公開する場合がありま
す。

５）提出された書類以外に必要な書類の提出を求める場合があります。
６）このプロポーザルの審査は提案者名を伏せて行う予定のため、提案書類のうち様
式５－１～様式７－３については、提案者名を記載しないこととします。提案者を
特定できるロゴマーク、モチーフ、コーポレートカラー等の使用も不可とします。
（３） 提出部数
各８部 （正本１部、副本７部（副本うち１部は未製本））
（４） 提出期限
２０１８年１１月８日（木） 午後５時必着
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（５） 提出先
末尾記載の提出先
（６） 提出方法
持参、又は郵送により提出してください。
なお、郵送による場合は、書留郵便によることとし、２０１８年１１月８日（木）午後
５時までに到着したものに限り受け付けます。
１４．プレゼンテーション
南和広域医療企業団物品管理業務及び滅菌等業務委託事業者選定審査委員会が事業者毎に
説明を聞きます。
（１）実施日（都合により変更される場合があります。
）
２０１８年１１月１４日（水）を予定
（詳細は追って参加者に連絡します。
）
（２）場所
奈良県吉野郡大淀町大字福神 8 番 1
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター
（３）時間（１事業者当たり）
３０分程度（質疑応答を含む。
）
（４）その他
提出した提案書に基づきプレゼンテーションを実施すること。パワーポイント等の使用
は不可とします。
１５．決定方法
（１）決定方法
企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションでの説明内容を基に、南和広域医療企業
団物品管理業務及び滅菌等業務委託事業者選定審査委員会が、評価項目に従い総合的に評
価し、総合評価点の最も高い事業者を最優秀提案者（第一交渉権者）として決定し、２番
目に高い事業者を次点交渉権者として決定します。
（２）評価の基準

別表「物品管理業務及び滅菌等業務委託事業者選定審査基準」に基づき審査を行う
ものとし、非公開で行う。
（３）結果の通知
選定結果は、２０１８年１１月２０日（火）を目途に提案者全員に文書により通知しま
す。
（４）決定後の手続き
第一交渉権者として決定された提案者は、企画提案内容等について委託者と協議し、委
託内容について委託者、第一交渉権者双方の了解を得た場合に契約します。協議が整わず、
契約できる見込みがないと委託者が判断したときは、次点の交渉権者と契約に向けて協議
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します。
契約を締結したときは、速やかに現受託者と引継ぎを行い、委託業務開始日から業務を
開始できるよう準備を行うこととし、これに要する費用は受託者の負担とします。
（５）契約金額
契約金額は、企画提案内容の見積金額を踏まえ、前項（４）にある協議において最終決
定します。
１６．その他留意事項
（１）募集要項等の承諾
提案者は、企画提案書の提出をもって、募集要項等（仕様書、その他資料）の記載内容
を承諾したものとします。
（２）費用の負担
この公募に関し必要な費用は、提案者の負担とします。
（３）著作権
提案者が提出する書類の著作権は、提案者に帰属します。ただし、南和広域医療企業団
は、必要あるときは、提案者の承諾を得て提出書類の内容を無償で使用できるものとしま
す。
（４）提出書類の取扱
提出された書類は字句の誤り以外は変更できません。
なお、提出された書類は一切返却しません。
（５）提案に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時刻
は日本標準時とします。
（６）南和広域医療企業団が提示する資料は、提案に係る検討以外の目的で使用することを禁
止します。
（７）次のいずれかに該当する場合は失格とします。
① 契約締結までに、前記８の参加資格を満たさなくなった場合
② 提出期間内に企画提案書の提出がされなかった場合
③ 提出書類に虚偽の記載をした場合
④ 審査の公平性に影響を与える行為を行った場合
⑤ その他不正な行為があった場合
（８）各病院のホームページ等から充分に情報を収集し、各病院の特徴、現状を踏まえた上で
の提案を行ってください。
１７．提出先・問い合わせ先
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 事務局管財課
住所 〒６３８－８５５１ 奈良県吉野郡大淀町大字福神８番１
電話 ０７４７－５４－５０００

ＦＡＸ ０７４７－５４－５０２０

E-mail kanzai@nanwairyou.jp
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